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キリスト教呉ボランティアセンター長 内山忠信牧師（インマヌエル呉キリスト教会） 

 

 

 

 

 
 活動テーマ 

子どもたちが伸びのびと、

若い人が個性的に、高齢者

が健やかに、私、あなたが

いきいきと、現在、未来を

生きるために活動します。 
 
 
 
 
 
 

 

 

２０１８年７月７日の朝 「教会の前が川にな

っている」という家内の声を聞き、玄関に急ぎま

した。周囲の家は床下・床上浸水の状態でした。

雨は降り続き、段々と水が押し寄せて来ます。教

会は前にゆるやかな傾斜の駐車場があり、建物に

入るのに二段の階段があり、土台を高くしていた

ので大丈夫と考えましたが、雨は降り続いていた

ので祈りました。 

教会周辺は川のようになり、そうした中を歩い

て見回る方も居られました。やがて 雨が止み、

水が引き始めました。 

あと 2 時間 降り続けたらと考えると、浸水

から守られたことを神さまに感謝しました。 

雨が上がり、水がひいた後、近所の人と総出で、

歩道の泥を片付けました。簡単に片付かず、暑い

中での格闘となりました。１１時ごろ市の災害放

送で断水の知らせを耳にしました。福祉施設との

関わりがあるので、水道局に断水の状況を聞きま

した。旧市街は断水後も出ることを聞き安心した

のですが、湯船に水をためました。 

そうした中でＮＨＫの正午のニュースで天応

の土砂災害を目にしました。信じられないような

光景でした。 

それから市役所周辺、レンガ通り、図書館と見

て回りました。道路は陥没し、交通規制もあり、

浸水の跡もあり、様々な被害の光景を見たことで

した。教会のメンバー宅にも連絡し、安否や被害

を確認したことでした。 

 ８日の礼拝、いつもより少ない人数でしたが、

変わることなく、礼拝を守ることができ感謝でし

た。  

 9日 広島災害対策室室長の北野師（広島福音

自由教会）がご子息と救世軍に救援物資をフェリ

ーで運搬された後に訪ねて下さいました。その翌

日から広島災害対策室のメンバーと今回の豪雨

の救援についての話し合いが始まりました。 

ラインという媒体で、連夜 話合いました。そ

の結果、インマヌエル呉教会にボランティアセン

ター本部となってほしいとの依頼がありました。

この依頼があった時、引き受けたのは浸水から守

られたからです。早速、役員にご了解を頂きまし

た。それから 11日に、宿泊を伴うボランティア

のために、宿舎が必要で男子の宿舎に呉平安教

会、呉アライアンス教会、女子の宿舎に呉ナザレ

ン教会、呉リバイバルセンター教会、呉ハレルヤ

会にお願いしました。皆さん、快く引き受けて下

さり、呉ボランティアセンターが誕生しました。 

（後に宿舎を呉ＹＷＣＡにもお願いし、利用させ

て頂きましたことを感謝します） 

 今回のボランティアセンターの方針は、①教会

の必要に応える ②教会の関係者の必要に応え

る ③教会の置かれた地域の必要に応えるの３

つで行いました。①については、東広島市安芸津

町の安芸津教会が被災しました。教会の中にまで

泥が入り、教会前の土砂も流出しました。8月 4

日から 8日まで、ボランティアが入り作業をし、

再建を進めています。 

②については、呉牧師会の教会の関係者のお宅に

入り行いました。③については、救世軍の関わり

のある天応地区に入りました。宿泊を伴うボラン

ティアの期間は、7月 17日～8月 10日までと

しました。                           

(2面につづく)   
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キリスト教呉ボランティアセンターの働き 

 

 

 

 

 

 
 

呉 YWCAは日本国憲法の前文の恒久平和実現のため、         ９条の非武装、不戦の誓いを広げていきたいと思います。 



(1 面より) 

今回 感謝だったことは、①キリストにある教会が心を一つに祈り、共に奉

仕し、その恵みを分かち合い、次の日に備えるということを行えたことです。

誰が主導権を取るのでもない、皆が同じキリスト者として、互いを敬い、そし

て意見を聞き、その中で心を合わせ祈って進められたことは、実に麗しかった

です。 

②教会の関係者のお宅では、ただ作業をするだけでなく、そのお宅の方との

会話を通して、寄り添うことができたことです。その中で信頼関係がつくられ、

関係が祝され感謝でした。毎回、その報告を聞くことができました。 

③天応地区での働きができたことは感謝でした。当初の泥出しなどの作業は、炎天下、高温の中で

した。20 分やって、１０分休むというペースで行いました。今年の天気は異常であったので、関

係者の真実な労には ただただ神さまのお報いをお祈りしています。 

 今回のことを振り返る時、気づかされることは、神さまの憐みです。神さまの憐みの故に、今日

まで導かれました。 

これからもまだ続くことですが、被災され

た皆さまに寄り添い続けたいです。今後共、

お祈りとご支援をお願い申し上げます。 

【新共同訳】マタイ 25 章:40 節  

そこで、王は答える。 

『はっきり言っておく。わたしの兄弟である

この最も小さい者の一人にしたのは、わたし

にしてくれたことなのである。』         呉災害ボランティアセンター 夜のミーティング 

    ********************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災直後と今 

KUREP 提供 



第８９回「いちいちコンサート」を終えて 

 

               

去る、9月 11日、呉ＹＷＣＡにて第 89 回の「いちいちコンサート」を無事終えることができま

した。復旧した呉線の電車が時折走る音を交えながらの呉ＹＷＣＡでのコンサートは 3回目になり

ました。感謝です。 

呉市を中心に毎月 11日に、小さなコンサートを開催している、「いちいちプロジェクト」がスタ

ートしたのは 2011年 5月 11日。東日本大震災が起きて 2か月後のことでした。遠く離れている呉

の地から何かできることはないかと始めたのが「いちいちコンサート」でした。まず、プロジェク

トに賛同するメンバーで話し合ったことは、息の長い支援をしようということ、そして、いわゆる

音楽家だけでなく、プロ・アマチュアを問わず参加したい気持ちを持つ人が参加できること、音楽

のジャンルも問わず、また年齢層もボーダーレスであることなどでした。そうして一番こだわった

のは、入場無料というスタイル、参加するアーティストはすべて無償です。そのスタイルであれば、

いただいた義援金・支援金はすべてお届けすることができるからでした。 

そうした私たちの思いは回を重ねるごとにいろんな出会いを生み、

毎月 11 日のコンサートを一回も休むことなく続けてくることができ

ました。さまざまなアーティストが登場し、シンガーソングライター、

吹奏楽・合唱・バンド・弾き語り・邦楽（和楽器）吟詠など本当にさ

まざま・・・。演奏者が 11 日という日を胸に刻み、そして忘れないという気持ちを持ち参加する

ことを大切にしています。回を重ねてマスコミ等にも大震災の話題がしだいに少なくなってくる中、

音楽だけでなく、被災地のことを語った新聞記事や詩の朗読や紙芝居なども取り入れてきました。

今回のコンサートでも、参加されたみなさんと思いを共有する時間がひとつの記憶の財産になり、

そしてみんなが心にとどめて忘れないことを続けていくことが一番だと痛感できました。 

7 年半経た今もなお、特にフクシマの原発の問題をはじめ、現在進行形でさまざまな課題があり

ます。遠い広島の地からではありますが、日々の生活の中で、ともすれば忘れそうになる３・１１、

あの日のことを、せめて毎月 11 日には心静かに思い起こしながらこれからも私たちの思いを紡い

でいきたいと思います。 

さて、私たちの呉も今回の豪雨災害で大きな被害を受けました。呉の地が「被災地」と呼ばれる

ことがまさか起こりうるとは誰が想像したでしょ

うか・・。あらためて、東日本大震災をはじめ、熊

本地震、関西での地震、台風被害等々、自然の猛威

に苦悩しながらも、私たちはその自然との共生なし

には生きて生けません。水の一滴が命を救うことと、

真逆に洪水を引き起こすことが表裏にあるのだ、と

いう現実を突き付けられたような思いです。その現

実を胸にまた来月以降のコンサートを続けていき

たいと思っています。 

いちいちプロジェクト  大島 純子・ 浜田 茂男 

 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

    

  

 

 

 

 

    

    

    

 

    

 

 

 

  

【委員会報告】 

 広報委員会  8月 3日、8月 25日、9月 21日 

 プログラム委員会 8月 1日、9月 6日  

【月次会報告】 

8月 29日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）呉 YWCAが出来る支援活動案について 2）3市 YWCA

プログラムについて  

【理事会報告】 

9月 5日（水）１、確認・報告事項 ２、議事 1）2018年度下期の取り組みについて （1）亀山神社秋

季大祭における地域貢献活動 （2）YWCA・YMCA合同祈祷週について （3）クリスマスの集い （4）スー

プ教室 （5）クリスマスまるしぇ 2）3市 YWCA集会について 3）その他・会館関係・他団体  川越厚先

生の講演会 2019 年度中高 YWCA 全国カンファレンス協力依頼 アジア地域洪水被害を受けて「災害時支援

募金」募集中 いちいちコンサートについて 人事委員会として 広島を考える旅支援金 

ご協力ありがとうございます。 
呉 YWCAの活動の為に大切に使わせて 
頂きます。 （敬称略 8月末まで） 

賛助費 

花浦みどり、大和美香、池田尚子、板垣陽子 

木村多枝子、南奈津子、長坂知春、新田和子 

植田綾子、浜根和子、濱田牧子、野間頼子 

なかなか遺産募金 

梶本直子、南奈津子、石崎淳子 

福味孝子、濱田牧子 

 ごめんなさい・・取り扱わないもの 
  電器製品、布団・座布団類、危険物 
  古い下着、汚れた衣類、 
使用済みの食器など 

リサイクル品の寄付をお願いします。 

新品・中古品（使えるもの） 

＊家具類はカタログだけで結構です。 

あなたには不要 ・ わたしには必要 

呉YWCAを支える会からのお願い 

好評をいただいている支える会のリサイク 

ルコーナーは、皆さまからお寄せいただい 

たリサイクル品で運営しています。 

 

皆様のご家庭に眠っているリサイクル品 

のご寄付のご協力よろしくお願いします。 

火曜日～土曜日(10:00～17:00)随時受付 

未来をひらく募金 

梶本直子、池田尚子、板垣陽子、南奈津子 

日本山妙法寺、野間頼子 （匿名 1名） 

 

YWCA・YMCA 

合同祈祷週のお知らせ 

世界 YWCA・YMCAでは、毎年 11月第 2

週目の日曜日からの一週間を合同祈祷週と

して、一つのテーマのもとに、聖書からメッセ

ージを聴き、祈りを共にする機会を持ってい

ます。 

今年は 11月 11日から 17日までの一週間

「善を促進する若者のエンパワメント」という

テーマのもとで祈りを合わせます。 

これまでは広島で開催されていましたが、

今年度初めて呉 YWCA で開催される事にな

りました。 

詳細については 11 月お知らせ号に掲載し

ますので、皆さま是非ご参加ください。 
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月次会

ヨガ講座Ａ 森のめぐみのスープ

広報委員会

コーラス・シャローム13:00プライベート英会話

芸大美大コース 火～金 18:00-21:00
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